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第 203８回例会 

     ２０２０年２月３日（月）第２２回       

●点  鐘 会長 稲熊 正徳君 

●斉 唱 「君が代」「四つのテスト」 

●例会行事 卓話  

名古屋整形外科人工関節クリニック 

藁科 秀紀様 

      「救急救命センターで学んだ命の尊さ」 

 ●司  会 井上 政秋委員 

 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 稲熊 正徳君 

 
皆さんこんにちは、本日も出席ありがとうございます。 

本日、卓話でお越しの藁科秀樹様ようこそお越しくだ

さいました。 本日の卓話楽しみにしていますので宜し

くお願いいたします。 

 

先週お話ししました新型コロナウイルスですが、どん

どん被害が拡大していますね。 

統計学からいくと、有効な手立てをしないと患者数は

2月20日くらいまでに現在の二桁くらいの数になると

の事で、ピークは4月ころだそうです。 

どうか、他人事と思わず一人一人ご自身で防衛してく

ださい。 

まず、急用でなかったら、なるべく人の多いところは

避けて、マスクを正しく着用し、 

うがいと手洗いを習慣化する事を心がけてください。 

 

さて今日は節分ですね。 

本来、節分とは季節の節目である「立春、立夏、立秋、

立冬の前日」の事で、年に４回あります。 

旧暦では春から新しい年が始まったので、立春の前日

の節分は、大晦日にあたる大事な日でした。 

そこで、立春の節分が重要視されて、節分といえばこ

の日をさすようになった様です。 

節分の日付は2月3日というわけではなく、太陽と地

球の位置関係で決まるのです。 

 

地球が太陽の周りを1周するのが「365日ピッタリ」

でないので、毎年多少ずれます、それをうるう年で補正

していますが、このズレで立春の日付が多少変化するの

で、節分の日付も変わる訳です。 

1985年以降、現在まで2月3日という年が続いてい

ますが、2021年（もしくは2025年）から2月3日

以外になる可能性があり、予測では2100年頃までは「2

日か3日」となるみたいです。 

 

節分と言えば豆まきですが、地方によっていろんなバ

リエーションがあるみたいです。 

まず、 

【北海道～東北、信越地方】は、雪の中でも見つけや

すいように、豆の代わりに殻付きの落花生をまくとか。 

【九州】では「鬼は外」ではなく「鬼はほか」という。 

【岡山、佐渡】などは 豆占いをする。豆を炉の灰の

上に12粒並べ、右から1 月 2月・・・12月と

して、白くなった月は晴れが多い、黒く焦げたら

雨が多い、とか。 

【東京・入谷の鬼子母神】「鬼は外」の代わりに「悪魔

外」というらしいです。 
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その他にも、鬼が悪者を退治するなどの言い伝えがあ

る地域や、神社やお寺では「鬼は外」とはいわず、「鬼

は内」などという所もあります。 

また、「九鬼さん」「鬼頭さん」など、苗字に鬼がつく

家でも同様に「鬼は内」などといって、鬼を中に呼び

こむのだそうです。 

ところ変われば風習もいろいろありますね。 

 

本日は第一例会で行事がたくさんありますので 

これにて会長挨拶とさせていただきます、ありがとうご

ざいました。 

 

        委 員 会 報 告           

●出席報告 （伊藤 康司委員） 

本日の例会 

会員数 51 出席率 82.97％ 

出 出席義務者 22 欠 

席 

者 

出席義務者 8 

席 出席免除者 17 出席免除者 4 

者 出席者計 39 欠席者計 12 

前々回例会（1月20日） 

会員数 51 出席率 97.83％ 

出 出席義務者 29 欠

席

者 

出席義務者 1 

席 出席免除者 16 出席免除者 5 

者 出席者計 45 欠席者計 6 

●ニコニコボックス報告（内海 辰巳副委員長） 

藁科様より多額のニコを頂戴いたしました。 

 

藁科秀紀様、本日卓話宜しくお願い致します。 

             稲熊 正徳 君 

藁科様、卓話宜しくお願い致します。 

              阿萬 裕子 君 

 誕生日を祝っていただいて８９歳となりました。 

                  伊勢村道雄 君 

 ２８年終わりました。いつまで続くのかとりあえず次年

度は続けます。 

                  中林 正人 君 

 藁科先生の卓話に期待して。 

                  竹尾 悟  君 

 アテンダンス表彰を祝っていただきありがとうござい

ました。  

                  安江 寛二 君 

誕生日を祝っていただいて。 

                                  北園 守生 君 

誕生日を祝っていただきありがとうございます。 

                 田中 秀典 君 

遅くなりましたが明けましておめでとうございます。と

ともに先月のアテンダンスありがとうございました。 

                                   入谷 宏典 君 

誕生日を祝っていただいて。 

                  加藤 吉克 君 

今日も元気で！   

石川 良治 君 伊藤 康司 君 稲吉 將秀 君

井上 政秋 君 内海 辰巳 君 金井 和治 君

國田武二郎 君 近藤 和彦 君 三治 明 君

柴田 和宏 君 高山 光雄 君 田邊 雅彦 君

照井 通夫 君 中島 俊朗 君 波多野 真 君

早川 正倫 君 原田 好展 君 堀塲 竜司 君

真城 壮司 君 安川 正勝 君 山北 秀和 君  

 

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  ３３名  ７７，０００円  

本年度の協力累計        １，０３８，０００円  

 

 

 

   

 
 

 
名古屋整形外科人工関節クリニック 

藁科 秀紀様 

「救急救命センターで学んだ命の尊さ」 
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第８回理事役員会議事録 

 

日時：令和２年２月３日（金）１１：３０～１２：２５ 

場所：キャッスルプラザ ４階 茜の間 

欠席：栗田職業奉仕委員長、市川会計 

 

安江副会長の進行により、理事役員会が開会された。 

稲熊会長挨拶：議題が多くありますので本日も宜しく 

お願いします。 

          

 

[議  題] 

[報告事項] 

① ２、３月例会行事について：安江副会長より（資料

1）の通り報告があった。 

② ガバナー公式訪問日程について（10／12）：中林R

財団・米山委員長より当初の日程通り開催されるの

で海外姉妹クラブの周年事業と重なりますが、クラ

ブとしてはガバナー訪問を優先して頂くようにお願

いがあった。 

③ 委員会の開催について（2/12,2/13,2/20）：稲熊

会長より別紙資料の通り説明があった。 

 

[審議事項] 

①島秀明会員の退会通知について：稲熊会長より（資料

２）の通り説明があった。 

②石原慎一会員の退会について：安川会員増強委員長よ

り（資料３）の通り説明があった。安江副会長より

本人からの申し入れと退会慰留の経緯について説明

があった。 

③事務 原田真子氏の定年後再雇用について：稲熊会長

より（資料４）をもとに定年退職、再雇用について

のクラブの規則の説明があった。８月に６０歳を迎

える原田氏との再雇用に向けて会員の社労士に相談

をして進める方向である旨の説明があった。 

 

 [協議・検討事項] 

①３RC 親睦ゴルフコンペについて：阿萬幹事より（資

料５）の通り説明があった。 

②2020 学年度米山奨学生世話クラブ引き受けについ

て：中林 R 財団・米山委員長より（資料６）の通り説

明があった。クラブとしては引き受けることを大前提

にカウンセラーを募ること。またカウンセラーには次

年度の米山担当副委員長をお願いする予定であること

が説明された。 

 

 [確認・要望・依頼事項] 

①東尾張分区会長幹事会（2/18）：阿萬幹事より会長、

幹事の出席確認があった。 

②２０２０-２０２１年度会長エレクト研修セミナー

（PETS）（3/7）：阿萬幹事より会長エレクト、次

年度ガバナー補佐、次年度分区幹事の出席確認があ

った。 

③米山奨学期間終了者歓迎会のご案内（3/14）：阿萬幹

事より高山米山奨学副委員長が対象者であるが出席

確認が取れていないため確認する旨の説明があっ

た。 

 

[その他] 

 

①中林R財団・米山委員長より、第一例会での外来者卓

話は時間が十分に取れない可能性が高いので今後は特段

の理由がない限り入れないように説明があった。また稲

熊会長からは、本日に関しては会長挨拶を早めに始めて

短くして対応し、十分に卓話の時間をとることの説明が

あった。 

②安川会員増強委員長より、会員増強を推し進めるため

に年度を跨いで活動出来る組織「チーム６０」を若手中

心に結成する予定であると説明があった。今後詳細を明

らかにしていく報告があった。 

 

 [次回開催日時・場所の決定] 

日時 : 令和２年３月３日(月) 1１:３0～ 

場所 : キャッスルプラザ3Ｆ「福の間」にて 

 

議事録 柴田 和宏   

 

 
 

 

 
 

 

 


